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資料２－３

国立研究 開発法人理 化学研究所 の見込評価 等及び次期 中長期
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資料１－１ 別紙

石 炭化ガス燃 料電池複合 発電実証事 業費補助金 の平成
２７年度中間評価結果

資料１－２別紙１

評価視点と対応概要

資料１－２ 別紙２

高 効率・高速 処理を可能 とするＡＩ チップ・次 世代コ
ンピューティングの技術開発事業

資料１－２別紙３

北極域研究船の推進

資料１－２ 別紙４

光 ・量子飛躍 フラッグシ ッププログ ラム（Ｑ－ ＬＥＡ
Ｐ）

（参考資料）
参考資料１

総合科学技術・イノベーション会議評価専門調査会委員名簿

参考資料２

総合科学 技術・イノ ベーション 会議評価専 門調査会研 究開発
法人部会

参考資料３

構成員一覧

総合科学 技術・イノ ベーション 会議が実施 する国家的 に重要
な研究開発の評価について
（平成２ ９年７月２ ６日

総合 科学技術・ イノベーシ ョン会

議一部改正）
参考資料４

総合科学 技術・イノ ベーション 会議が事前 評価を実施 した研
究開発に対する中間評価の調査検討等の進め方について

参考資料５

官民研究開発投資拡大プログラムについて（ＰＲＩＳＭ）

参考資料６

「特定国 立研究開発 法人の見込 評価等及び 次期中長期 目標の
内容に対する意見・指摘事項の考え方」

参考資料７

特定国立 研究開発法 人による研 究開発等を 促進するた めの基
本的な方針

（机上資料）
机上配布資料１

国の研究開発評価に関する大綱的指針
（平 成 ２８ 年 １２ 月 ２１ 日

内閣 総 理大 臣 決定 ） （冊

子）
議事概要：
【久間会長】

定刻になり ましたので 、ただいま から第１２ ２回評価専 門調査

会を開催いたします。
本日は御多忙 の中、御出 席いただい た議員及び 委員の方々 に御礼申し 上げま
す。
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本日の議題で すが、議事 次第のとお り、１つ目 の議題は国 家的に重要 な研究
開発の評価の実 施について 、２つ目の 議題は特定 国立研究開 発法人の見 込評価
等の結果に対す る文部科学 省及び理化 学研究所へ のヒアリン グについて 、３つ
目の議題としてその他となっております。
それでは、事務局から配付資料の確認をお願いします。
【板倉企画官】

それでは、資料番号で確認させていただきたいと思います。

※ 資料 １－ １、 資料 １－ ２、 資料 ２－ １、 資 料２ －２ 、資 料２ －３ 、資 料
２－４、資料３、
参考 １～ ７、 机上 配布 資料 （特 定研 究開 発 法人 の資 料、 研究 開発 の大 綱
的指針の冊子）を確認。
不足等ございましたら事務局の方まで御連絡ください。
【久間会長】

どうもありがとうございました。

本日の調査会 の議題のう ち議題２に つきまして は、理研の 次期中長期 目標期
間に向けた研究 開発の方向 性、業務運 営上の見直 しなど構想 段階も含め た検討
状況も含まれま すので、対 外的にオー プンとなる ことで理研 の研究開発 等の競
争力を阻害しか ねないこと から、これ に関しては 非公開とさ せていただ きます。
つきましては、 議題１に続 いて議題３ を先に取り 扱った後、 議題２に入 りまし
たら一般の傍聴 者の方々に は御退席を お願いする ことになり ます。御了 承いた
だければと思います。
それでは、議題に入りたいと思います。
議題１の国家 的に重要な 研究開発の 評価の実施 については 、検討事項 が中間
評価と事前評価の２つございます。
まず中間評価について事務局から説明をお願いします。
【板倉企画官】

それでは、まず参考資料３をご覧いただきたいと思います。

こちらは前回 ７月の時点 で国家的に 重要な研究 開発の評価 の見直しの 議論を
させていただき まして、本 会議決定を 修正させて いただいた ものです。 ７月２
６日の本会議で 改正をさせ ていただき ました。左 が今までの もので右が 改定案
になっております。
評価対象とし まして、大 規模研究開 発の新規研 究開発事前 評価です。 こちら
につきましては 、３００億 以上だった ものを評価 専門調査会 において評 価すべ
きと認めたもの というもの に付け加え させていた だきました 。また、中 間評価
につきましては 、必要に応 じて実施し たものを原 則実施する ということ にさせ
ていただいております。
裏面をめくっ ていただき ますと、本 会議が指定 する研究開 発というも のを評
価専門調査会が 指定する研 究開発につ いて評価を 行うという ことで改定 をさせ
ていただいておりますので、御報告させていただきます。
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続いて資料１ －１に戻っ ていただき まして、今 回、中間評 価を実施す るに当
たりまして、そ の進め方に ついてお示 ししたもの になってお ります。中 間評価
につきましては 、参考資料 ４をご覧い ただきまし て、これは 平成２７年 に中間
評価の進め方と いうものを 決定してい るものです が、今回は 評価の見直 しを行
っているため、 資料１－１ に基づいて 中間評価を 実施させて いただきた いと考
えております。
資料１－１につきまして、かいつまんで御説明させていた だきます。
中間評価の実 施につきま して、今回 、経済産業 省の石炭ガ ス化燃料複 合電池
発電実証事業補 助金事業に つきまして 中間評価を 行いたいと 考えており ます。
この事業につき ましては、 平成２３年 に事前評価 を行いまし て、その段 階で第
２段階、第３段 階への移行 前にＣＳＴ Ｉで中間評 価を行うと いうことが 決定さ
れているものです。
裏面をめくっ て２ページ 目に移って いただきま すと、第１ 段階から第 ２段階
への移行に当た っては、別 紙の方につ けさせてい ただいてお りますが、 平成２
７年に中間評価 をＣＳＴＩ の方で行わ せていただ いておりま す。今回は 第２段
階から第３段階 への移行の 前に中間評 価を実施さ せていただ きたいと思 ってお
ります。
スケジュール としまして は、今回の 評価調査会 をキックオ フとしまし て、調
査や実施方針の 確認をさせ ていただい た後、１０ 月にはその 実施府省で ある経
済産業省、ＮＥ ＤＯ、また 、その外部 評価を行っ た評価委員 の座長等に 参加し
ていただきまし て、ヒアリ ングを行い たいと思っ ております 。また、１ １月に
は調査結果を取 りまとめて 、１２月の 本会議で決 定させてい ただくとい うスケ
ジュールを考えております。
それでは、評 価に当たり まして、今 回、評価項 目の見直し を行いたい と思っ
ております。４ ポツに基本 的な事項を ５つほど挙 げさせてい ただいてお ります。
こちらにつきま しては、後 ほどまた御 説明させて いただきま す。また、 それに
基づきまして、 評価の実施 をさせてい ただきたい と思ってお りまして、 当該研
究開発の加速や 中断を含め た見直しの 要否という ものを判定 させていた だきた
いと思っております。
続いて、調査検討する事項に関しまして４ページ目をごら んください 。
３月から評価 の見直しを 議論させて いただいて おります。 これまでの 中間評
価に関しまして は、左の方 に書いてあ るとおりの １ポツから ５ポツまで の項目
で評価をさせて いただきま した。こち らについて 実施府省で の評価との 重複も
ありますので、 今回、右の ような基本 的な項目に 沿って調査 検討を進め ていき
たいと考えてお ります。例 えば２ポツ の関連する 上位政策・ 施策等の目 標を達
成するための道 筋を踏まえ た中間評価 時での成果 と目標の達 成状況とか 、中間
－4－

評価以降の成果 予定と目標 の見込みと いった感じ で、より上 位目標、上 位政策
との関連性につ いて調査検 討した後に 評価を行う という形に させていた だきた
いと思っております。
また、５ペー ジ以降に関 しましては 、その基本 的事項に沿 って評価内 容とい
うものをもう少 しこの本事 業に関する 事項として 整理させて いただいて いるも
のです。当然、 平成２７年 の中間評価 時に指定し ている事項 もございま す。そ
ちらにつきまし ては、各基 本的な項目 に沿って前 回指摘事項 という形で 評価内
容の中に盛り込 ませていた だいており ます。こち らにつきま して、次回 の１０
月の時点で実施 府省からの 説明を頂い て、質疑応 答した後、 評価内容と いうも
のを検討していきたいと考えております。
以上のような 進め方で中 間評価を実 施させてい ただきたい と思ってお ります
ので、よろしくお願いいたします。
【久間会長】

ありがとうございました。

それでは、た だいま事務 局から説明 がありまし た内容につ きまして御 意見、
御質問等ありましたらお願いします。
上野委員、どうぞ。
【上野委員】

御説明ありがとうございました。

質問ですけれ ども、資料 １－１の４ ページの調 査検討する 基本的な事 項の新
旧対照表は、参 考となって おりますけ れども、今 までの評価 の視点が左 側（が
わ）で平成２９ 年度からの 評価の視点 が右側（が わ）という ことで、右 側は、
今回、新たに事 務局から御 提案をされ ている事項 という理解 でよろしい でしょ
うか。
【板倉企画官】

はい、そ うです。こ の右に書い てある基本 的事項とい うのは、

３ページ目の４ ポツにあり ます①から ⑤番の事項 を記載させ ていただい ている
ものです。見や すくするた めに新旧と いうことで 、参考とさ せていただ いてお
ります。
【久間会長】ありがとうございます。
ほかに御質問ありますでしょうか。よろしいですか。
それでは、本 事業に対す る中間評価 につきまし ては、次回 の調査会に おいて
経済産業省等か らの説明を 受けた後、 議論を行う ことになり ます。今回 示した
検討事項に対す る経済産業 省での評価 状況につい ては、事務 局で取りま とめて、
次回調査会まで に委員の方 にお示しす ることとな りますので 、御一読い ただき、
それを踏まえた 上で次回議 論をお願い したいと思 います。ど うもありが とうご
ざいました。
それでは、続 きまして、 ２つ目の事 前評価につ いて事務局 から説明を お願い
します。
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【板倉企画官】

それでは、資料１－２をご覧ください。

国家的に重要 な研究開発 の事前評価 についての 進め方でご ざいます。 こちら
につきましては 、先ほどの 参考資料で 述べさせて いただきま したとおり 、３０
０億以上という ことで機械 的に選んで いたものを 今回、それ 以下のもの につい
ても評価対象と なり得ると いうことで 、その評価 対象の選定 というもの を主に
御審議いただきたいと思っております。
２ポツに評価 対象の選定 ということ で、事務局 としてお示 しさせてい ただい
ております。３ ００億以上 と今まで機 械的に選ん でいたもの を今回、事 務局と
しましては、国 費総額が２ ００億以上 又は国費総 額が出せな い場合は平 成３０
年度概算要求で ３０億以上 という金額 で調査させ ていただき まして、１ ページ
目の調査結果と いう表にあ りますとお り、３つの 研究開発案 件を抽出さ せてい
ただいております。
こちら３つの 案件につき まして、２ ページ以降 にそれぞれ の概要をお 示しさ
せていただいております。
また、資料１ －２の別紙 １につきま しては、そ の各３案件 につきまし て上位
政策や研究開発 の目的、目 標、アウト カム指標等 をＡ３の紙 でまとめさ せてい
ただいているも のです。ま た、別紙２ から４につ きましては 、各研究開 発案件
のそれぞれの説 明した概要 のポンチ絵 をつけさせ ていただい ております 。また、
北極域研究開発 の推進につ きましては 、机上資料 の方で１枚 紙をお配り させて
いただいております。
まず、１番目 の経済産業 省の高効率 ・高速処理 を可能とす るＡＩチッ プ・次
世代コンピュー ティングの 技術開発事 業につきま しては、平 成３０年度 、来年
度から３９年度 の１０年間 を予定して おります。 概算要求額 としては、 平成３
０年度１００億、国費総額としても７００億円となっている ものです。
続きまして、 ②番の北極 域研究船の 推進という ものですけ れども、こ ちらは
文部科学省が実 施するもの で、平成３ ０年度から 平成３４年 度の５年間 を予定
しており、来年 度の概算要 求としては ３億円です けれども、 国費総額と しては
２００億を超える見込みとなっているものです。
③番、光・量 子飛躍フラ グシッププ ログラムに つきまして は、文部科 学省が
実施するもので 、平成３０ 年度から３ ４年度の５ 年間、場合 により最長 １０年
を延長すること ができるこ とになって おります。 概算要求と しては、平 成３０
年度で３２億円という事業になっております。
これら３つの 案件から、 事務局とし ては事前評 価の評価対 象を選定し ていた
だきたいと考え ております 。また、そ の対象を選 定した後、 事前評価の 進め方
としましては、 実施スケジ ュールとし ては、今回 、評価対象 を選んでい ただい
た後、先ほどの 中間評価と 同様に１０ 月２５日の 次回調査会 で実施府省 からの
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ヒアリング、ま た、外部評 価を行った 評価座長等 の意見もお 伺いすると いうこ
とで、１１月に は評価結果 を取りまと めて１２月 の本会議で 決定させて いただ
くということになっております。
昨年度までは 評価検討会 というもの を調査会の 下に設けて おりました けれど
も、今回は調査 会のみで行 うというこ とで進めさ せていただ きたいと思 ってお
ります。
また、４ペー ジ目に評価 の視点の見 直しを事前 評価につき ましても行 ってい
きたいと思って おります。 ４ポツに調 査検討する 事項という ことで、① から④
番までお示しし たものにな っておりま す。こちら はまた参考 資料で新旧 対照表
をつけさせてい ただいてお りますので 、後ほど御 説明させて いただきま す。ま
た、それに基づ きまして評 価を実施し て、評価結 果を実施府 省に通知す るとい
う手はずで行っていきたいと思っております。
調査検討事項 につきまし ては、６ペ ージ目の参 考をご覧い ただきたい と思い
ます。これはま だ調査対象 を選んでお りませんの で、基本的 な事項とし てお考
えいただきたい と思ってお ります。こ れまでの事 前評価につ きましては 、こち
らの左のＡ、Ｂ 、Ｃ、Ｄ、 Ｅという研 究開発の意 義を中心に 調査を行っ ていた
ものを右にある ような事項 に変更して いきたいと 思っており ます。例え ば先ほ
どの中間評価と 同じように 、２ポツの 関連する上 位政策・施 策等の目標 を達成
するための道筋 を調査した り、研究開 発の目標や 実施内容に ついての評 価、研
究開発マネジメ ントについ ても見てい くという形 で進めさせ ていただき たいと
思っております。こちらにつきましても御意見を頂きたいと 思っており ます。
最後に、今回 一番重要な 事項の評価 対象案件の 選定に関し まして、事 務局と
しての考え方を御説明したいと思っております。
まず、②番の 北極域研究 船の推進に 関しまして は、北極域 の研究開発 を進め
る上で重要性は ありますけ れども、本 件の費用の 大部分が船 の建造及び 船に搭
載する観測機器 の整備に関 する費用に なっており まして、研 究開発とし て評価
する要素は高くない案件になっております。
また、③番の 光・量子飛 躍フラグシ ッププログ ラムに関し ましては、 参考資
料５につけさせ ていただい ております 官民研究開 発投資拡大 プログラム 、ＰＲ
ＩＳＭと呼んで おりますけ れども、来 年度から内 閣府の方で 実施する事 業にな
っておりまして 、こちらＰ ＲＩＳＭの ターゲット 領域３領域 がございま して、
サイバー、フィ ジカル、建 設・インフ ラ事業の３ 領域になっ ております が、そ
のフィジカル領 域の対象候 補に上がっ ている案件 になってお ります。１ １月ま
でにＰＲＩＳＭ の対象候補 というのは 選定がされ ていくので すけれども 、選定
された場合、Ｐ ＲＩＳＭの 方でステー ジゲート方 式での評価 が実施され ること
になりますので 、ＣＳＴＩ としての評 価としては 重複がある と考えてお ります。
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研究開発の評価 の大綱的指 針にもその 評価疲れと いうものを 避けるべき という
指摘もございま すので、③ 番の案件に ついては、 ＣＳＴＩと しての評価 の重複
があると考えているものです。
以上を考えま すと、①番 の経済産業 省の案件１ 件を事前評 価の評価対 象とし
て選定していただいてはどうかと考えているところです。
以上です。
【久間会長】

ありがとうございます。

それでは、た だいま事務 局から説明 がありまし た内容につ いて御質問 、御意
見をお願いしま す。特に評 価対象案件 の選定です 。経産省の ＡＩチップ に関す
る１案件になっ ていますけ れども、こ れでいいか どうか、御 意見を頂き たいと
思います。
門永委員、どうぞ。
【門永委員】

この３つの 中から選ん でください と言われて も、判断の ベース

がないので私に は難しいで す。３００ 億以上で今 まで足切り をしていた けれど
も、それ以外に も重要なも のがあるか もしれない ということ で今回のス クリー
ニングをしたの だと思いま すが、まず 全体で幾つ ぐらいある のか。最低 知りた
いです。
更に言えば、 全体で何十 かあったと きに規模と 性格と重要 性等で分類 してあ
って、ざっくり 言うとこの あたりのと ころから３ つ選んでき ています、 という
説明がないと、 この３つで 議論してい いかどうか ということ もわからな い。そ
の先になると専 門的なこと も入ってく るので、事 務局でいろ いろ精査し た結果
というのをベー スに考える ことになる と思うので すが、入り 口のところ で突然
３つ出てきたという感じがして、そこは違和感があります。
【久間会長】
【板倉企画官】

事務局、どうぞ。
御指摘の 点、今回事 務局として は２００億 以上、３０ 億以上

という金額の仕 切りを設け て、関係府 省に調査し た結果とし てこの３つ を選ば
せていただいたというところです。
【久間会長】国 費総額２０ ０億円以上 あるいは平 成３０年度 概算要求３ ０億円
以上の案件は、この他になかったのかという御質問です。
【板倉企画官】

この金額 で調査した 結果として は、この３ 件しかなか ったの

ですけれども、それ以下ということでしょうか。
【久間会長】
【板倉企画官】

この３件のみというのは本当ですか。
はい、そ うです。こ の仕切りで 設けると、 この３件し かなか

ったとのことで す。新規案 件ですけれ ども、来年 度から新規 で研究開発 する案
件につきましては、この３つしかなかったとのことです。
【久間会長】

門永委員、どうぞ。
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【門永委員】

そうすると 、その３０ ０億で切っ ていたとき には重要な ものが

落ちていたかも しれないの で、それを きちんと見 るためにや り直しまし た、今
度は３００じゃ なくて２０ ０であると 。機械的な 切り口だと いう印象を 受ける
のですが、例え ば１００億 でもとても 重要で、危 なっかしく きちんと評 価しな
くてはいけないというものはなかったのかと、この辺が気に なるのです が。
【久間会長】
【板倉企画官】

事務局、いかがですか。
そこはな かなか事務 局で内容を 判断するの は難しい面 もあっ

て、今回は２０ ０億、３０ 億という仕 切りを設け させていた だいたので すけれ
ども、来年度に 向けてどう いうものが 重要か、ど ういうもの を評価対象 とすべ
きかという議論 をさせてい ただいて、 それに基づ きまして関 係府省と調 整、相
談させていただ いた後に評 価対象を選 んでいくと いう方法を 今後検討さ せてい
ただければなと思っております。
【久間会長】

やはりこの ３件だけが 出てきたの は、違和感 があると思 います。

２００億円、３ ０億円以下 でも、重要 と思われる プログラム はこの場に あげて
検討するべきで す。予算は 達していな いが重要な プログラム にはこうい ったも
のがあり、どの ような理由 で評価対象 としないの かを次回、 説明しても らえま
すか。
【板倉企画官】

はい、わかりました。

【久間会長】

ということで、門永委員よろしいですか。

【門永委員】

はい、結構です。

【久間会長】

そうします と、この３ 件の中で経 産省のＡＩ チップだけ を評価

対象とするということですが、いかがですか。安浦委員、ど うぞ。
【安浦委員】

先ほどＰＲ ＩＳＭとの 関係のお話 が出ました けれども、 私はち

ょっとＰＲＩＳ Ｍの方にも 絡んでいる のですが、 この①もＰ ＲＩＳＭと して出
てくる可能性の ある、まだ 具体的な資 料としては 書いていな いのですが 、可能
性があるような 資料を見せ ていただい たというふ うに私は認 識しており ますけ
れども、なぜ③ は外して① は外さない のか、その 辺の切り口 がちょっと よくわ
からないんですけれども。
【久間会長】事務局、回答してください。
【板倉企画官】

①番に関 しましては 、事務局と してはＰＲ ＩＳＭの候 補には

ならないと聞い ているので すが、事務 局内で確認 させていた だきたいと 思って
おります。
①番につきま しては、特 会の財源を 活用したも のというこ とでＰＲＩ ＳＭの
候補の案件には今のところ挙がってこないという認識を持っ ております 。
【安浦委員】

ＰＲＩＳＭ の認識が必 ずしもまだ きちっと方 向が決まっ ていな

いように私は印 象を受けて おりまして 、ＰＲＩＳ Ｍというの は、本予算 は本予
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算としてきちっ とつけた上 で、アディ ショナルな 部分を国全 体としてサ ポート
する、そういう 仕掛けのよ うな御説明 を受けてお ります。そ うなると、 本予算
のところで大き な金額にな る可能性が あるのであ れば、当然 ここで議論 して、
ＰＲＩＳＭでど うするかと いうことは 、ＰＲＩＳ Ｍはそれの 一部分を拡 張する
議論をする場所 であるとい う話ではな いかと私は 思っていた のですが、 そうじ
ゃないという認識を内閣府はお持ちということですね。
【板倉企画官】

いや、そ ういう認識 ではいるの ですけれど も、アディ ショナ

ルにというとこ ろですが、 候補として は挙がって いないと聞 いています ので、
そこは確認させてください。
【安浦委員】

候補として 挙がってい るかいない かではなく て、ＰＲＩ ＳＭ自

身が各省庁は、 ＰＲＩＳＭ のベースと なる部分に 関しては、 ＰＲＩＳＭ として
採択されようが 採択されま いが実施す るという方 向でもう議 論をされて いて、
ＰＲＩＳＭとし て採用され たときには 、更にそれ に国全体的 なことを考 えてア
ディショナルな 予算を内閣 府としてつ けると、そ ういう構図 だと思って いるん
ですけれども、 そうなれば 、例えば③ を外すとい う理屈がな くなってく るんじ
ゃないかということをお聞きしているわけでございます。
【久間会長】
【生川審議官】

生川審議官、どうぞ。
私の方か ら補足をさ せていただ きますが、 ＰＲＩＳＭ の場合

は、まず最初に 対象施策に するかどう かというこ とで評価を しますので 、その
段階で一定中身 について、 本体につい てもＣＳＴ Ｉとして適 正かどうか という
ことを判断する というのが まずござい ます。それ に加えて、 先ほど板倉 企画官
からも説明があ りましたよ うに、仮に ＰＲＩＳＭ の対象施策 に選ばれた 場合は、
３年ごとにステ ージゲート 評価をする ということ になります 。これはア ディシ
ョナルな部分だ けではなく て、本体に ついても評 価をすると 。それで適 正かど
うかということ を評価しま すので、そ の部分がこ の大規模評 価に仮に選 ばれた
場合は重複をし てくる可能 性があると いうことで 、できれば かぶらない ような
形で選んでいた だいた方が いいんじゃ ないかとい う議論をさ せてはいた だいた
ということであろうかと思います。
ただ、絶対駄 目というこ とでは必ず しもないか と思います ので、そこ は御判
断かというふうには思います。
【久間会長】例 えばＰＲＩ ＳＭの施策 で経産省が １００億円 出し、ＣＳ ＴＩが
３０億円アドオ ンする事業 がステージ ゲートで落 ちた場合、 経産省は１ ００億
円の事業として 独自に継続 する可能性 はあります 。そうする と、１００ 億円の
プログラムであるにも関わらず、評価する場所がなくなって しまいます 。
【生川審議官】

おっしゃ っているの は、ステー ジゲートで 落ちた後の 話だと、

それはおっしゃ るとおりだ とは思いま す。ただ、 対象施策で ある限りは ダブっ
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てくるというと ころはある と思います ので、その 辺をどう判 断するかと いうこ
とであろうかと思います。
【久間会長】

それから、 ＰＲＩＳＭ では、各領 域の運営委 員会がそれ ぞれの

施策に対してど こまで詳細 に評価でき るかという 問題もあり ます。この 調査会
では、一件一件 詳細に評価 しますが、 ＰＲＩＳＭ は一つの領 域で幾つも の施策
がありますから 、一件一件 をどこまで 評価できる かです。い かがでしょ うか。
上野委員、どうぞ。
【上野委員】

私も今まで の議論に賛 成で、今回 のこの評価 対象の改定 という

のは、そもそも ここの評価 専門調査会 で行う評価 を拡充する ために行わ れた改
定だったと思う んですね。 今までは３ ００億円と いうところ で機械的に 切って
いたものをそう ではなくて 拡充するの だというこ とだったの に、２００ 億とい
う線で切ったと ころ３件し かなかった 。そのうち 一つは船の 建造が中心 で研究
開発要件がない と。これは 対象になら ないんじゃ ないかと、 ここは理解 できる
んですけれども 、もう一つ もほかと重 なるかもし れないから 対象になら ないか
もしれない、し たがって、 １件である ということ ですと、あ たかももう １件選
ぶということが 流れになっ ているよう なんですが 、この場で 行う研究開 発の評
価を１件にしな ければいけ ないという ふうに決ま ったわけで はなかった はずだ
と思います。
門永先生がお っしゃった ように、も っとたくさ んの案件の 中からこの 評価専
門調査会の場で いろいろな 情報を踏ま えて委員が 議論して、 どのプログ ラムを
評価するのか選 ぶ、そのプ ロセスがこ の場で行わ れるという 改定だった と思い
ますので、そこ は必要なん じゃないか と思います 。また、久 間先生の方 から次
回の会議に額は ２００億円 に達しなく ても対象と なるような ものを検討 したロ
ジカルな説明を 提示してほ しいという ことで、さ れるという ことになり ました
けれども、それ が次回出て きたとして 、では、そ のプログラ ムも候補に なるの
か、これから評 価対象にな るのかとい うところが 非常に重要 なところな のでは
ないかなと思います。
【久間会長】

皆さんのご 指摘はもっ ともだと思 います。門 永委員の他 にもあ

るのではないか というご指 摘も重要な ので、各省 の提案の中 で、予算額 は達し
ていなくても、 事務局とし て議論して いただきた い案件をピ ックアップ し、そ
れとこの３件を 合わせて議 論し評価専 門調査会で 評価する案 件を決めて いくと
いうことでどうでしょう。スケジュール的には遅いのですか 。
【板倉企画官】

スケジュ ール的に１ ２月までに 事前評価の 結果を取り まとめ

るとなると、ちょっと次回に対象を決めるというのは難しい と思います 。
【久間会長】
【板倉企画官】

追加は駄目なのですか。
１０月、 １１月の２ 回しかない ので、時間 的に追加は 厳しい
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です。
【久間会長】

追加という のは、例え ば今日はこ の３件のう ち１件にす るか２

件にするかとい ったところ まで決めて おいて、更 に追加案件 が出てきた ら、今
日決めた案件に 追加すると いう意味で す。そうい ったことは できないの ですか。
【板倉企画官】 次回に１件 追加して１ ２月までに まとめると いうのはス ケジュ
ール的に厳しいと思います、
【久間会長】
【板倉企画官】

１２月までに決めなければならない理由は何ですか。
予算です ね。政府予 算案が決ま るのが１２ 月末なので 、それ

までに事前評価 結果を実施 府省に通知 するという 手続を今ま で踏んでい ますの
で、それに間に 合わせると 思うと難し いなという ところです けれども、 それに
かかわらず１２ 月を過ぎて も評価結果 をという話 であれば、 そこは実施 できる
と思います。
【久間会長】

門永先生、いかがですか。

【門永委員】

そのタイミ ングのこと は私よくわ からないで すが、追加 のコメ

ントをします。 さっき私が 申し上げた ことは事前 に事務局に 申し上げま した。
そのときに、各 省でやって いるものを 持ってきて ここで評価 するという ことに
ついては、２０ ０億とか３ ００億とか 誰が見ても 明らかな評 価軸をもっ て行わ
ないと俎上にのせることが難しいという話を聞いています。
その辺りの実 情はわかっ ているので すが、機械 的にやると 、せっかく の委員
の方が集まって 、英知を集 めてという ことは意味 がなくなっ てしまうの で、そ
こは何とかなら ないのかと 。この会議 のレゾンデ ートルをき ちんと示す ために
何とかならないかというのが私の正直な感想です。
【久間会長】

ですから、 次回、予算 額は達して いないけれ ども重要案 件には

どういったもの があり、そ れらは例え ば経産省や 文科省等の 担当省庁で 評価を
任せることとし 、その結果 としてこの ３つが残っ たという説 明ができれ ば委員
の皆さんも納得されるのではないですか。
天野委員、どうぞ。
【天野委員】

私も事前説 明のときに 非常に事務 局の労働量 が多過ぎて という

お話を聞いたの で、ちょっ となかなか 意見を言い づらかった のですが、 お話を
聞いていて、Ｐ ＲＩＳＭに 関しては、 ＰＲＩＳＭ だから外す ということ にすぐ
するのではなく て、このＰ ＲＩＳＭの 状況を常に 何らかの形 でこちらの 方に状
況を流すという か、それを 脇に置きな がら今回は １なら１と いうような ことに
とりあえずする と、先ほど のお話で状 況次第です ねというお 話でしたけ れども、
場合によっては臨機応変にいろいろ対応できるかもしれませ んね。
【久間会長】

角南委員、どうぞ。

【角南委員】

今の天野委 員の御意見 で、そこが 落としどこ ろかなと。 要する
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に１２月までに やらなきゃ いけない案 件というの はＰＲＩＳ Ｍの対象外 でとり
あえず考えて、 そして、Ｐ ＲＩＳＭの 対象になっ ているもの であって、 そして、
先ほど久間先生 がおっしゃ ったような やっぱりＰ ＲＩＳＭの 中での評価 という
ものがもしかし たらそのプ ロセスにお いて不十分 かもしれな いというの があれ
ば、それはもし ここで対象 とすべきだ と決めてお いたら、１ ２月以降、 ＰＲＩ
ＳＭの評価を見ながら対応を考えるという考え方ですよね。
つまり評価疲 れを避ける というのも この委員会 での決定事 項だったと 思うの
で、もう今これ を１２月ま でにやりま すと、ＰＲ ＩＳＭの対 象になって いるも
のも含めてやり ますという ふうにして しまうと、 ちょっとこ の辺どうな んだろ
うかなというこ ともありま すけれども 、さっき天 野委員がお っしゃった ように、
これは重要な案 件なので我 々は取り上 げますと。 ただし、１ ２月までに 評価を
するかどうかは ＰＲＩＳＭ を見ながら というよう な対象案件 としては挙 げてお
くということはできると。
それから、次 回にどうし ても拾うべ きというも のについて は、１２月 までに
それをやるべき かどうかと いう議論を しながらも 、かつ重要 であれば、 これは
きちっとこの評 価委員会で 、予算プロ セスから少 しインパク トがなくて も、き
ちっと事後評価 までありま すので、ウ オッチしま すよという ことを言っ ておく
ことは、この委 員会の存在 意義にもな るかもしれ ないので、 この辺は少 しちょ
っとプロセス的 にも幾つか のタイプで 分けて考え ていくしか ちょっとな いよう
な気はしています。
【久間会長】

ありがとうございます。

時間が来まし たので、今 、角南委員 が提案され た方式で進 めたいと思 います。
まず事務局はこ の３件以外 に、予算額 は少なくと も評価すべ き重要施策 がない
か調査して報告 するという ことと、こ の３件のう ち評価する のが①のＡ Ｉチッ
プだけでいいの かどうか。 ２つ目の北 極域研究船 は、研究開 発という点 では、
あまり評価する必要はないと思います。
３つ目の光・ 量子はＰＲ ＩＳＭに関 係する施策 ですから検 討する。Ａ Ｉチッ
プを評価対象と するという 事務局案を 前提としま すが、光・ 量子は評価 対象と
しなくていいか どうか。そ れから、① のＡＩチッ プもＰＲＩ ＳＭに提案 される
可能性がありま す。そうす ると評価対 象が無くな る可能性も ありますね 。これ
らを整理して、次回結論を出しましょう。
【板倉企画官】

次回はヒ アリング等 を実施府省 から予定し ていたので すけれ

ども、そちらは 、①番に関 しましては 行うという こと、それ とも、それ も次回
はしないで評価対象の選定のみ議論することのどちらでしょ うか。
【久間会長】

①番のＡＩ チップはＰ ＲＩＳＭの 候補に入っ ていなかっ たです

か。
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【板倉企画官】

入ってはいないと聞いております。

【生川審議官】

今、私自 身は確認で きませんの で、確認が 必要だと思 います。

【板倉企画官】

事務局内 で確認した ところでは 、①番は、 対象候補に はなっ

ていません。
【久間会長】では③の光・量子はやるべきかどうかの検討は どうですか 。
【板倉企画官】

ＰＲＩＳ Ｍの評価を ウオッチし つつ、状況 によってと いうこ

とでどうでしょ うか。では 、①番に関 しましては 、対象とい うことでヒ アリン
グを次回実施させていただくことでよろしいでしょうか。
【久間会長】
【板倉企画官】
【久間会長】

ＰＲＩＳＭに出ていなければ、ですね。
出ていなければということです。
それでよろしいでしょうか。

どうもありが とうござい ました。そ れでは、結 果的には事 務局案とい うこと
になりました。 ただし、宿 題はありま すので、次 回事務局は 説明してく ださい。
お願いします。
それでは、本 日の議論を 踏まえまし て、事前評 価の対象を ＡＩチップ ・次世
代コンピューテ ィングの技 術開発事業 として、次 回の評価会 において実 施省庁
等からの説明を 受けた後、 今回示した 基本的な検 討事項に沿 って議論を してい
くこととします。ありがとうございました。
それでは、冒頭で申し上げましたとおり、先に議題３に移 ります。
まず、前回会 合の議事録 案について です。前回 の第１２１ 回評価専門 調査会
の終了後、事務 局から照会 が行われ、 各委員の意 見を踏まえ て修正した 最終案
が資料３で示さ れておりま す。委員の 皆様には事 前配付され ております ので、
内容を御確認い ただけてい るとは存じ ますが、更 なる修正意 見等ござい ました
ら、この場でよろしくお願いいたします。よろしいですか。
意見がないよ うですので 、本議事録 案について は各委員、 了承された ものと
して取り扱わせていただきます。どうもありがとうございま した。
事務局から何かありますでしょうか。
【板倉企画官】

次回評価 専門調査会 ですけれど も、１０月 ２５日１５ 時から

予定しておりま す。会議室 も今回と同 様となりま す。１１月 につきまし ては、
１１月１６日の １４時から ということ を予定して おります。 開催通知に つきま
しては、後ほど事務局から皆様に御連絡させていただきます 。
また、１２月 以降の調査 会の開催に つきまして も、事務局 の方から調 整をさ
せていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上になります。
最後になりますが、今後の予定について事務局から説明し てください 。
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【板倉企画官】

次回は、 １０月２５ 日に開催い たしますの で、よろし くお願

いいたします。また、開催通知は追って御連絡させていただ きます。
【久間会長】

どうもありがとうございました。

以上をもって閉会とします。
－了－
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